
PwCコンサルティング合同会社
法人案内

www.pwc.com/jp/consulting



1 

To build trust in society

and solve important problems

昨今、経済成長と社会の発展に並行して、持続可能な地球環境を同時に
実現するエコシステム構築の重要性が高まっています。不安定・不確実な
環境下で、国も経済界もSDGs（持続可能な開発目標）を実践していくこと
が求められており、企業はこれを「新しい事業機会」と捉え、社会課題の解決
と自らの成長の両方を実現することが期待されています。

さらに、グローバリゼーションとデジタルトランスフォーメーション（DX）の
急速な進展によって、世界の業界地図は激変しています。今や、最新テクノ
ロジーを通じて日々生み出される大量のデータを分析し活用することが、
企業の差別化戦略の中核となってきているといえるでしょう。

PｗCコンサルティングの使命は、このような新たな時代の潮流の中、グロー
バルな競合他社と戦うクライアントに寄り添い、成功の実現までを支援する
ことです。世界157ヵ国、27万人以上の専門家を有するグローバルネット
ワークと連携し、独自のコンサルティングアプローチであるBXT（Business、
eXperience、Technology）を核にビジネスを再構築し、デジタルテクノ
ロジーによるイノベーション創出をサポートします。

PwCでは、「パートナーシップ体制」を採用しているため、専門領域の垣根
を越えて協力し合う企業文化が根付いています。だからこそ、複雑な経営
課題に対して多様なケイパビリティを提供し、クライアント視点に立った
長期的な支援を約束することができるのです。戦略立案からシステム導入、
会計アドバイス、M＆A、税務、法務⸺。ビジネスに関わる幅広い分野のプロ
フェッショナルが、クライアント、そして社会の新たな価値創造に貢献します。

PwCコンサルティング合同会社

代表執行役CEO　足立 晋

社会に信頼を構築し、重要な課題を解決する

代表メッセージ
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課題を見極め、進むべき方向を提案するために、PwCコンサルティングでは業種別チームを組織しています。 
業種ごとの特色やトレンドを熟知したナビゲーターとして、中長期的にクライアントの成長に貢献します。

PwCは、世界157カ国におよぶグローバルネットワークに27万人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供して
います。日本企業の海外進出、進出後の各国の税務・会計規則へのコンプライアンス、M&A、さらに海外展開を戦略的に見直す場合のビジネス
アドバイザリーなど、海 外 事 業 展 開におけるさまざまなシーンで、クライアントの皆さまのご要 望に沿った幅 広いサービスを提 供しています。

海外進出を成功に導く “Global Network”
 

業種別に細分化された “Total Solution”

43 

PwC Japanグループでは、複雑化・多様化する企業
の経営課題に対し、コンサルティング、アシュアランス、
ディールアドバイザリー、税務そして法務サービス
における卓越した専門性を結集し、有機的に協働
できる体制を整えています。

*PwC Japanグループは、日本におけるグローバルネット
ワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称
です。各法人はそれぞれ独立した別法人として事業を行って
います。

PwCあらた有限責任監査法人
PwC京都監査法人

PwCアドバイザリー合同会社

PwC税理士法人

PwC弁護士法人

PwC Japan グループ*

日本企業の国際競争力強化のための支援

Japanese Business Network

157カ国、742拠点 276,005人

中央省庁、地方公共団体、 
独立行政法人、外郭団体

公的機関

小売、消費財、流通、運輸、物流、
総合商社

流通サービス

自動車、重工業、産業機械、化学、 
エネルギー、資源、鉱業、建設

自動車・製造・
エネルギー

テクノロジー、情報通信、 
エンタテイメント&メディア

情報通信・
メディア

医療・医薬・ヘルスケア・ライフサイエンス

医薬・
ライフサイエンス

銀行、証券、資産運用、 
プライベート・エクイティ、不動産、保険

金融サービス

私たちは、世界各国・地域に日本人を含むプロフェッショナルを配置し、日本企業のグローバル化のニーズに応じた細やかなサービスを
現地のビジネスや文化に即して提供しています。また、これらの海外ネットワークを統括する本部を日本に構え、世界の情報と動向を収集し、
日本と海外の両輪でクライアントを支援します。

コンサルティング

アシュアランス

ディール
アドバイザリー

税務
サービス

法 務
サービス

中央省庁や地方自治体など、日本が抱えるさまざまな社会課題の解決を担う公的機関。これらの
クライアントに対し、PwCの持つ国内外のネットワークを活用して先進的かつ効果的な解決策
を提供します。国の政策の立案から実行までを支えるだけでなく、民間企業、ひいては社会全体
へ変革を促すことをビジョンとして活動しています。

労働政策 ／社会保障
科学技術イノベーション
スポーツ／教育
地方創生

セキュリティ
デジタル ／ IT アドバイザリー
スマートシティ
SDGs

■
■
■
■

■
■
■
■

自動車・製造・エネルギー業界は、 技術や品質で世界をリードする力がある一方、ビジネスモデルの発想
力やITを活用したオペレーション力では諸外国の競合企業から後れており、事業の転換を図るべきとも
言われています。私たちは、MaaS（Mobility as a Service）による事業再編、Industry 4.0、スマートシティ
開発などに係る先進事例を活用し、ビジネスモデルの再構築から実現までをワンストップで支援します。

AI によるセールス支援（Virtual Sales Agent）
デジタルによる工場管理（工場 IoT）高度化（Smart Factory）
航空機産業向け SCM および PLM
電力・燃料トレーディングおよびリスク管理の高度化
先導的デジタル技術や街づくり開発手法を用いた地方創生（スマートシティ開発）

■
■
■
■
■

業界ならびに事業の変革が激しいハイテク、メディア、情報通信業界。今後、GAFA（Google、Apple、
Facebook、Amazon）やB AT（Baidu、Alibaba、Tencent）などのデジタルプラットフォーマーに
よりこれまでの業界の垣根が消失し、新たな枠組みで企業が再編成されることが予想されます。
日本企 業 の 新た な 価 値 創 造と変 革 に向 け、クライアントと共 創し、戦 略 から実行まで包括的
かつ長期的に支援します。

B XT未来創造（5G、スマートシティ、eSports、Space など）
全社構造改革戦略（Fit for Growth）
データドリブンマネジメント
オペレーショントランスフォーメーション（営業、調達、財務、人事など）

■
■
■
■

他業種からの参入をはじめ、市場が活性化してきている医療医薬業界。ビジネスの経営課題から、
ヘルスケア領域における社会課題の解決・実社会への貢献へ、戦略から実行まで幅広く未来に
向けたトランスフォーメーションをグローバルネットワークを活用して支援します。

高い専門性と新たなテクノロジーに基づいた付加価値の提供
（次世代を見据えた独自開発ツール： Bodylogical® や DoubleJump Interchange ™ など）

経営改革・グローバル化・業務効率化支援
医師・患者のエクスペリエンス向上
創薬の難度上昇対策、医療費適正化支援

■

■
■
■

金融機関を取り巻くあらゆる課題やリスクに対し、各領域の専門家とグローバルネットワーク
を活用して、豊富な経験に基づくコンサルティングサービスを提供しています。

最先端テクノロジー（フィンテック、ブロックチェーン、AI- OCR、RPA など）を活用した金融サービス高度化支援
カスタマーエクスペリエンス最適化などの経営戦略策定支援
デジタルを含む新規事業構想策定や無機的成長戦略支援
グローバル規制対応・ガバナンス態勢高度化支援（LIBOR Replacement、 AML、サイバーセキュリティなど）

■
■
■
■

近年、消費者の嗜好の多様化、デジタル化が加速。これにより、特にB to Cビジネスを主戦場とする
企業は既存のビジネスモデルで規模と収益性を維持することがますます難しくなってきています。
私たちは、未来の消費者体験を想像し、その体験価値を生み出す新しいビジネスモデル、サービスの
構想から実現までをワンストップで支援します。　

デジタルストア
DtC（Direct to Consumer）戦略
IoT活用による消費者動向分析
トレードプロモーションマネジメント

■
■
■
■

JBN所在国

36カ国 111拠点

PwCコンサルティング合同会社

PwC Japan
グループ



PwCコンサルティングの統合的なソリューションセット
戦略から実行までの多様なソリューションやデジタルアセット類を、グローバルで培った成功モデルに基づき体系化。異なるケイパビリティを
持ったコンサルタントがこれらを活用することで、よりスピーディにクライアントの戦略の実行・実現が可能になります。

Integrated Solutions

マネジメントコンサルティング＆
ビジネスアプリケーション
コンサルティング

複雑に変化し続けるビジネス環境の中で、経営課題解決
のために、バリューチェーン全体をカバーするさまざまな
ソリューションを通じて、クライアントのグローバリゼー
ション、デジタリゼーション実現に向けた変革を支援します。

主要サービス
･ デジタルファイナンス戦略立案、実行支援（Finance） 

・調達およびサプライチェーン戦略立案実行支援
  （Operations）

・トップライン向上のための顧客戦略、新規事業開発、
  デジタルマーケティング（Customer）

・組織人財変革、働き方改革、ワークプレイス変革、
  ピープルアナリティクス、HRテクノロジー
  （People & Organization）

・グローバル化を支えるポストM&A支援（PMI）
・戦略に基づく全社変革(Transformation Service）
・IT/デジタルの最新テクノロジーを活用した
  ソリューション提供 

・ビジネスアプリケーション導入／変革（SAP、
  Microsoft、Salesforce、Workday等）

主要サービス
・テクノロジーアドバイザリー
・エマージングテクノロジー
・データ＆アナリティクス
・サイバーセキュリティ＆プライバシー

テクノロジーコンサルティング

ビジネスにおけるテクノロジー活用の専門チームとして、
I T戦略・企画構想からデジタル、データ＆アナリティクス、
サイバー、クラウドなどIT技術に関する多様なサービスの
プロフェッショナルを擁しています。ITを活用した業務改革
にとどまらず、先端のデジタル技術を融合・活用したビジ
ネスイノベーションから、グローバル拠点横断でのシステム
の設計／導入、マネージドサービスの提供まで、クライ
アントの課題解決のパートナーとして、総合力を生かした
コンサルティングおよび専門サービスを提供します。

主要サービス
・規制対応支援
・事業ポートフォリオのリスク分析
・投資意思決定・管理高度化
・ソーシャル・メディア・インテリジェンス
・ERM態勢の構築・高度化
・グループ会社ガバナンス高度化
・リスクデータ集計・分析・報告のインフラ構築
・リスクカルチャー醸成のためのチェンジマネジメント

リスクコンサルティング

リスクや規制を熟知したプロフェッショナルを擁し、ビジ
ネス上のリスクおよび規制の予防・対応 ・改善といった高度
なガバナンス体制の構築を支援します。いわゆる「守り」の
リスクマネジメントにとどまらず、事業戦略や意思決定に
関わる「攻め」のリスクマネジメントの高度化による企業
価値向上の実現を支援します。グローバルネットワークに
よる最新事例とベストプラクティスの共有によって、常に
複雑化する企業リスクに対して最適なソリューションの
提供を目指します。
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主要サービス 
･ 全社・事業戦略
･ カスタマー戦略
･ オペレーション戦略
･ 組織戦略
･ イノベーション戦略
･ テクノロジー戦略
･ グローバル戦略

PwCの戦略コンサルティングチームとして、私たちは日々、
クライアントが目指すべき方向を示し、勝つためのケイパ
ビリティを構築しています。100年にわたる戦略コンサル
ティングの経験から、圧倒的な先見力を具体性の高い
ノウハウと融合させ、クライアントがこれまで以上に強力
で変革力に富み、即座に実行に移せる戦略を策定できる
よう支援しています。その結果は、可能性を最大化する
ために強力なだ けでなく、効果的に実現できるような
実践的アプローチであり、信頼性の高い戦略プロセスです。

ストラテジーコンサルティング
(Strategy&）

B Business

Experience

Technology

X
T

経営にインパクトのある変化をクライアントと共創する

人間中心のデザインアプローチで、理想的な顧客体験・
従業員体験を創出する　

新しいアイデアをテクノロ ジ ー を駆 使して 検 討し、
必要に応じてそのプロトタイプを作成する

BXT （Business eXperience Technology）

新しいものを生み出すためには、やり方も新しくすることが効果的です。私たちは、
最先端のデジタル技術を活用し、スピード感を持って新しい顧客体験を創出する
ことが、企業の競争優位ならびに存在意義に直結すると考えています。

コンサルティングという概念そのものを捉え直すPwCのアプローチ

未来は読めなくても、創り出すことができます。
戦略策定から実行・実現まで、各ソリューション領域における卓越した経験と専門知識を
備えたコンサルタントが、クライアントの未来の成長・成功へ向けて総合的に支援します。

“Strategy through Execution”
−戦略策定から実行・実現まで−

B
X

T
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デジタル時代のビジネスを再構築

PwCエクスペリエンスセンター

サイバーセキュリティに関する総合的なプロフェッショナルサービス

サイバーセキュリティ

■
■
■
■
■
■

■

■

■

ITセキュリティストラテジー・ガバナンス評価
ペネトレーションテスト
セキュリティグランドデザイン・ロードマップ策定
SOC／CISRT構築支援
セキュリティインシデント発生時の構築支援
グローバルセキュリティ動向調査・レポート

AI Lab（エーアイラボ）は、PwC Japanグループ
の 新 拠 点です。以 下の8 領 域を中 心としたA I
技術を扱う専門家が、専任チームとなり、クライ
アントを支援します。

収益拡大、コストおよびリスクの低減
に向けた企業によるAI活用を支援

AI Lab

デザイン思考のアプローチの下、独自の顧客体験を創造し、ビジネス課題を解決。
パフォーマンスを加速させる新しい環境を提供します。

画期的なエクスペリエンスを生み出すための全てがここにあります。

あらゆる産業や経済活動、社会インフラにおいて、5G、AI、IoTなどの先進的なテク
ノロジーが世界規模で浸透し始めています。
従来のIT環境のみならずOT環境でもサイバーリスクが増大しており、事業継続と
信頼構築に向けたサイバーセキュリティ対策が急務となります。
PwCのサイバーセキュリティは、企 業の事 業 継 続と信 頼 構 築に重 点を置き、
サイバーセキュリティ、プライバシー、データの安全な利活用などさまざまな観点
から支援します。

THE RIGHT PEOPLE あらゆる視点からソリューションを見出す柔軟な発想
異なるバックグラウンドや視点を持った人々が同じ目的のために集まれば、互い
を高め合い、決して一人では得られない新たな解を見つけることができます。

THE RIGHT SPACE 想像力と共創シナジーを活性化する空間 
パフォーマンスを加速させるためには、チームが働く場所は多様な才能を集め、
難題の解決を加速させるような空間でなければなりません。

THE RIGHT APPROACH アイデアを確実に“実現”する方法論 
トランスフォーメーションを実行する際には、人々に焦点を当てる必要があり
ます。それは、テクノロジーを使う人、アプリを創る人、実際に商品化する人、
日々のオペレーションへ落とし込む人、全ての人が対象です。

PwCの
サイバー

セキュリティ
サービス

セキュリティ
アセスメント

インシデント
レスポンス

セキュリティ
コンサルティング

セキュリティ
インテリジェンス

Switzerland

Canada

India

England
Germany
Luxembourg

Chile

China

Australia

Singapore

Italy
USA

■
■
■
■

デジタルデバイスによるリアルタイムデータ収集
ビッグデータを活用したシミュレーションによるインサイト導出
クラウドアプリケーションの提供
AR（拡張現実）・VR（仮想現実）を活用したエクスペリエンスの提供

プロダクトサービスは、PwCが長年のコンサルティングを通じて培った
ノウハウと先進的なデジタル技術の融合により開発された製品群です。

付 随するコンサルティングサービスと併 せて、製 品 付 帯 型の総 合
ソリューションとして提供することで、従来のコンサルティングとは一線
を画する新たな価値を提供します。

製品付帯型のサービスによる全く新しい価値の提供

プロダクトサービス

〈プロダクトサービスの事例〉

AIを搭載したOCR（光学文字認識）
自然言語処理（NLP）
コンピュータビジョン（CV）
機械学習および深層学習（ML、DL）
シミュレーションおよび最適化
データアーキテクチャ
データエンジニアリングおよびデータモデル
データガバナンス

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

AI活用に必要なシステム環境およびデータ基盤の構築
AIユースケースの棚卸しおよび優先順位付け
AIを活用する風土の醸成と習熟度の向上
AIに付随するリスクに対する意識の醸成
AI活用に関する戦略やユースケースの検討セッション

〈主な支援内容〉

〈主な支援内容〉

デジタルトランスフォーメーションを
可能にする“Capability”

PwCグローバルネットワークの
AI関連組織と連携を強化
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PwCは世界で強力かつ価値ある ブランドの一つに選ばれ、 
プロフェッショナルサービス分野でTOP

Brand Finance Global 500 Fortune Global 500 companies

Business Consulting Worldwide■

■

■

■

■

■

PwC is a Leader in

Business Consulting Asia Pacific

Digital Transformation Consulting

Data & Analytics 

Finance Operations

Business Strategy and Planning

PwC はFortune Global 500社85％の
企業にサービスを提供 425

100 名以上のアナリストが PwC を高く評価しています。
詳細は www.pwc.com/analystrelations をご確認ください

IDC MarketScape: Worldwide Business Consulting Services 2019 Vendor Assessment

IDC MarketScape: Asia/Pacific Business Consulting Services 2019 Vendor Assessment

The ALM Vanguard: Business Strategy & Planning Consulting 2018, ALM Intelligence

■ Strategic Risk Management Consulting 
The ALM Vanguard: Strategic Risk Management Consulting 2019, ALM Intelligence

■ Global Cybersecurity Consulting
The Forrester Wave™: Global Cybersecurity Consulting Providers, Q2 2019 

The ALM Vanguard: Finance Operations Consulting 2019, ALM Intelligence

Source Global Research 2018

Gartner’s February 2019 Magic Quadrant for Data and Analytics Services Providers, Worldwide

多様性の受容

コーポレートレスポンシビリティ

Corporate Responsibility

PwCのコミュニティへの支援
“Maximising Potential（潜在能力の最大化）”

3つのテーマのうち「コミュニティへの支援」では、PwCグローバル
ネットワーク全体で“Maximising Potential（潜在能力の最大化）”
をキーワードに、2022年までに、世界1,500万の人々、NGO・NPO
などの非営利団体、社会的企業・小規模事業者の潜在能力を最大限
に引き出すための支援を行うことを目標に掲げています。

社会的企業支援 スキル・教育支援

一般社団法人グラミン日本とSDGsコンソーシアム開催 高校生向けサイバーセキュリティ体験 中高生向けデザイン思考ワークショップ

PwCは、問題解決に対してさまざまなアプローチを取る人、進んで現状を打破しようとする人、他の人とは異なった考え方をする人、多種多様な
バックグラウンドや文化を持つ人材を積極的に採用・育成しています。なぜなら、自分と違う考え方を持っている、自分が持っていないスキルを持っ
ているといった多様性のあるメンバーとの協働は、自分一人もしくは自分と同じバックグラウンドのメンバーとの協働よりも、さらに幅広く深い答え
が導き出せるからです。PwCは「ダイバーシティ＆インクルージョン」の最も革新的で先進的な企業の一つとして、経営課題であるダイバーシティを
ビジネスチャンスへと変えていきます。

PwCのコーポレートレスポンシビリティは、社会にポジティブなインパクトを与えるために、PwCのPurposeである「社会に信頼を構築し、重要な課題を
解決する」に焦点を当て、「持続可能な責任あるビジネス」、「コミュニティへの支援」、「環境への取り組み」の3つのテーマに注力して活動しています。
 

HeForSheは、国連ウィメンにより提唱された女性のエンパワーメントに向けた活動です。PwC
は国連ウィメンによりHeForSheを推進する政府、教育機関、企業３０団体（１０x１０x１０：テンバイ
テンバイテン）の一社として、公式に選出されています。

職場におけるLGBTなどのセクシュアル・マイノリティへの取り組みの評価指標「PRIDE指標」
で表彰されました。

Diversity & Inclusion 世界からの評価 − 安心と実力の証明

潜在能力
の最大化

社会的企業・
小規模事業者
 

NGO・NPO

スキル・教育
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約 2,660 名

PwC コンサルティング合同会社

www.pwc.com/jp/consulting

1983 年 1 月 31 日
（2016 年 2 月 29 日、組織変更を行い PwCコンサルティング

合同会社を設立）
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